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４つのテスト (FOUR WAY TEST)
言行はこれに照らしてから
(1) 真実かどうか
(2) みんなに公平か
(3) 好意と友情を深めるか
(4) みんなのためになるかどうか

「こ ころの中を みつめよ う
博 愛を広げる ために」
-Reach within to Embrace
Humanityカ ルヤン・バ ネルジー
ＲＩ会 長
大澤徳平ガ バナー
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本日のプログラム 11/17

伊賀久記会長
●ソング
君が代

No.17 2011年11月10日

笑って笑ってロータリアン

会員卓話
親睦活動･職業奉仕･国際奉仕
委員会合同事業

「上海視察研修報告」

●ゲスト
田辺海上保安部長
田辺港長

次回のプログラム 11/24

平野 富男 様

新会員卓話

都志見

●ビジター

徹 会員

「トマムにて雲海」撮影 玉井洋司会員

出席報告
会員数
出席規定免除会員数

出席計算会員数
出席者
出席率
メイクアップ
修正出席率

第2894回
85名
10名
82名
65名
79.27％
7名
86.75％

第2895回
85名
10名
83名
61名
73.49％
11名
87.95％

第2896回
85名
10名
82名
62名
75.61％

メイクアップ
11月1日

村上(東京西南RC）

お 祝 い
会員誕生日
配偶者誕生日
結婚記念日
皆 出 席

矢野､柏木
古久保正子(和彦）
村上､稲田太､浦出
渡部､三谷昌(23年）荷稲(24年）

ニコニコ箱
☆平野富男様より卓話謝礼をニコニコ箱に頂きました。
☆海上保安庁田辺港長平野様､本日はようこそお越し下
さいました。講話よろしくお願いします。浦出､濵口
☆長井委員長･新藤委員長･瀬戸委員長による3委員会の
企画の上海視察研修､皆さん無事に帰ってきました。
ありがとうございました。･･･････････････････伊賀
☆上海視察研修､お疲れ様でした｡全員元気で何よりで
す｡会報用の写真も宜しくお願いします｡福本雅､柏木
☆上海視察研修､お疲れ様でした。･･････････････新藤
☆ベネファクターとマルチプル･ポール･ハリス･フェロー
頂きました。･･･････････････････････････････伊賀
☆マルチプル･ポール･ハリス･フェロー頂きました。･･
･･･････････････････････････････････････････玉置

☆皆出席頂きました。･････････････････････････荷稲
☆上海研修､無事帰ってきました。新藤さん､長井さん､
瀬戸さんお世話になりました。･･･････････････････
･･･････････玉井､山本､植田英､濵口､新井､近藤､西嶋
☆新藤さん､長井さん､大変お世話になりました。色々
勉強になりました。又､楽しかったです。･･････瀬戸
☆上海で楽しませていただきました。ありがとうござ
いました。･････････････････････････････････中田
☆上海旅行無事生還お疲れ様でした。ずいぶん歩いた
そうで参加しなくて正解でした。･････････････中松

お知らせ

会長報告
・11月はロータリー財団月間です。
・11月3日より2泊3日で行われました上海視察研修も
無事終える事が出来ました。参加頂いた方､ありが
とうございました。
・玉置英人会員がマルチプル･ポール･ハリス･フェロー
になられました。国際ロータリー日本事務局より認
証品が届いていますのでお渡しします。
≪植田英明副会長≫
・伊賀久記会長がベネファクターとマルチプル･ポー
ル･ハリス･フェローになられました。国際ロータリー
日本事務局より認証品が届いていますのでお渡しし
ます。

幹事報告
・地区より｢世界エイズデー2011in和歌山｣の案内が届
いています。11月19日13時～15時､和歌山大学の和
大祭にて行われます。案内を回覧します。
・海南東ロータリークラブより台風12号災害の為の支
援金20万円を田辺地方にと田辺･田辺東･田辺はまゆ
うの3ロータリークラブにご送金いただきました。
3クラブで話し合いの結果､紀伊民報を通じて田辺市

へ支援金としてお渡しする事に決め、先日持参しま
した。
・近隣クラブ会報が届いていますので回覧します。

言えば警察と同じように事故を未然に防ぐ役割も担っ
ています。近年はＡＩＳという船舶所在情報でそれぞ
れの船が今どこにいるかを即座に調べることの出来る
システムがあります。これは一部公開されてあり、民
間個人レベルでも東京湾・大阪湾などはＩＰａｄなど

委員会報告

親睦活動委員会

新藤整市委員長

・11月3日～5日｢上海視察研修｣､19名参加頂いて無事
帰ってきました。報告は次週例会卓話にて行います。
・田辺RC忘年会を12月1日第1例会の夜､銀ちろで行い
たいと思います。詳しくは次週ご案内致しますので
よろしくお願いします

で閲覧できます。それを時間の経過による点を結んだ
線図にすると交通量がよく分かります。図を見ると、
潮岬沖は伊勢湾・紀伊水道・太平洋航路が交錯し、海
上交通の最も過密なところであることが分かります。
三つ目は「海洋情報」ですが、業務の内容は水深を
図ったり、大陸棚の調査をしたりしています。この部
署は勤務歴３０有余年の私もあまり関わりのない部署
で、何やら学者さんの集まりみたいなものであります。

プログラム

また 、 和歌 山 県 に
は下 里 水路 観 測 所
とい う もの が あ り
ます 。 これ は 海 上

『海上保安庁の業務』

保安 庁 の職 員 に も
あま り 良く 知 ら れ

田辺海上保安部長
田辺港長

平野 富男 様
私は田辺海上保安部長の平野と申します。
先ず、海上保安庁は単独省庁では無く、国土交通省

ていないのですが、
レー ザ ーを 衛 星 に
向け て 発射 し て 、
反射して帰ったきた時間によって日本の位置がどうい
うところにあるのかなどを調べています。この観測は

に属しているということです。

夜おこなうものですが、暗闇に浮かぶレーザー光がロ

つぎに、田辺海上保安部は海上保安庁のなかの近畿地

マンティックな雰囲気を漂わせます。ここの所長は、
全国でここだけしかない施設なので、是非このファン

区第五管区海上保安本部に属しています。
歴史的には戦後、田辺と串本に救難所と呼ばれるも
のがあったのですが、それを整理する際、どちらにす
るか随分迷ったようですが、田辺市の強い要請で田辺
海上保安部が誕生しました。

タスティックな情景を味わいにきて頂きたいと申して
おりました。
私が海上保安大学を卒業して最初に赴任したのが田
辺海上保安部でありました。２年間、田辺の方に迷惑

現在、串本には串本保安所が田辺海上保安部の下部

ばかり掛けて転勤しました。その後、全国をグルグル

組織として設置されています。事故処理などの業務は

回って、今年の４月に港長として戻ってきました。
その間、金沢の巡視艇に乗ることがありました。金

串本の方が圧倒的に多い状況です。
海上保安部の業務は、大きく３つに分けることが出
来ます。
ひとつ目は「警備・救難」です。警備は領海警備や
密漁の取り締まり、今現在ホットな情報としては太地
町の捕鯨反対派シーシェパードの対策本部を田辺海上
保安部に構えています。救難については皆さんご承知
の通り、船の衝突や乗り上げなど、事故の際に人命救
助や行方不明者の捜索などをおこなっています。東日

沢は北朝鮮が近いことから、かなり緊迫した勤務にな
りました。
専門用語で使われている「領海」というのは１２マ
イルで、「排他的経済水域」は２００マイルというふ
うに決められています。「領海」というのは文字通り
陸で言う領地と同様に領域のことであります。「排他
的経済水域」というのは経済活動における監視活動に
より制限を受けるものでありますが、単なる通行を規

本大震災の折には、海上での救助活動・捜索活動に参

制するものではありません。

加しました。台風１２号の際には、新宮市から飲料水

領海問題は最近、紙面を賑わした尖閣諸島の件があ
りますが、歴史的に日本人が生活をしていた事実と、

の救援依頼があり、巡視艇「みなべ」で補給水活動に
参加しました。トラック輸送では１ｔから３ｔが主流
ですが、この船は中型艇で運搬水量が２０ｔあります。
更に和歌山にある大型艇（運搬水量１００ｔ）を稼働
させ、港湾水深の深い御坊の港で給水し、運搬しまし
た。
ふたつ目は「海上交通」です。海上保安部は陸上で

その名残を示す山羊が今も存在しています。近年、地
下資源の存在を取り沙汰されたとたんに中国が領有権
の主張を始めたのです。もっとも、台湾は距離が近い
こともあって、以前から度々漁船の領海侵犯があった
ようですが、両国の友好関係をベースに現場における
注意で済んでいたようです。
http://tanabe-rc.com/

ＴＡＮＡＢＥ ROTARY

